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１  追加（３回目）接種の接種券発送日程  

  １２歳以上の人に、２回目接種から５か月経過で接種券を発送します。 

２回目接種が令和３年１２月１日以降の人には、５月２７日から接種

券を発送します。接種券が届きしだい、予約申し込みができます。  
 

２回目の接種日  接種券発送予定日  

令和３年１２月  １日～１２月３１日  令和４年５月２７日 (金 ) 

令和４年  １月  １日～ １月１１日  令和４年６月１０日 (金 ) 

令和４年  １月１２日～ １月１９日  令和４年６月１７日 (金 ) 

令和４年  １月２０日～ １月３１日  令和４年６月２９日 (水 ) 

令和４年  ２月  １日～ ２月１０日  令和４年７月  ８日 (金 ) 

令和４年  ２月１１日～ ２月１９日  令和４年７月１５日 (金 ) 

令和４年  ２月２０日～ ２月２８日  令和４年７月２７日 (水 ) 

令和４年  ３月  １日～ ３月１１日  令和４年８月１０日 (水 ) 

令和４年  ３月１２日～ ３月２０日  令和４年８月１９日 (金 ) 

令和４年  ３月２１日～ ３月２６日  令和４年８月２４日 (水 ) 

令和４年  ３月２７日～ ３月３１日  令和４年８月２６日 (金 ) 

  これ以降の予定については、日程が決まり次第お知らせします。  

 

２  個別接種を実施する医療機関  

（１）別紙一覧表のとおり  

 

（２）接種日程や接種方法  

   別紙一覧表の医療機関に直接問い合わせてください。  

 

【唐津市コロナワクチン情報】追加（３回目）接種について 

News Release

概要 

ファイザー社ワクチン（１２歳以上用）と武田／モデルナ社ワクチン

（１８歳以上用）の３回目接種の間隔が、２回目接種の完了から６か月以

上とされていましたが、５か月以上に前倒し（短縮）されています。これ

に伴い１２歳以上で２回目接種から５か月経過した人に接種券を前倒しし

て発送します。  



（３）使用するワクチン  

   ファイザー社ワクチン（１２歳以上用）か武田／モデルナ社ワクチ

ン（１８歳以上）を使用します。 [注 ]予約の際に確認してくださ

い。  

（４）接種費用  

   無料  

 

３  集団接種日程  

（１）接種日程表  

接種日  曜日  受付時間  定員  

５月３０日  月  

18:30～ 20:00 各 300 人  ６月１４日  火  

６月２３日  木  

（２）接種会場 唐津市健康サポートセンター「さんて」  

       （唐津市二タ子１－５－１／旧日赤病院）  

（３）対象者  唐津市に住民票があり、追加（３回目）接種用の接種券を

お持ちの１８歳以上の人  

（４）予約方法  

  ◆ＬＩＮＥ予約（ともだち検索  ＩＤ：@karatsushi）  

    対応時間：２４時間対応  

  ◆コールセンター予約（電話  ０９５５－５１－８６００）  

    対応時間：平日の午前９時から午後６時まで  

        （土曜日、日曜日、祝日は対応できません。）    

（５）集団接種で使用するワクチン  

  武田/モデルナ社ワクチン（１８歳以上）を使用します  

（６）接種費用  

   無料  

 

 

 

 

（本件の問い合わせ先）  

保健福祉部  新型コロナワクチン接種対策室  

担当：中村、枝川    電話：５３－８０８９  



 【追加(３回目)接種】個別接種 実施医療機関リスト  
 

■このリストに載っていても、予約を受け付けていない場合があります。 

  最新の予約受付状況は、「コロナワクチンナビ」のサイトで確認できます。 

       「コロナワクチンナビ」  https://v-sys.mhlw.go.jp  QRコードはこちら⇒ 
 

■医療機関によって、かかりつけの患者等以外の接種予約を受け付けていない場合があります。 

  使用するワクチンの種類などについても、医療機関に問い合わせてください。 

医療機関名 電話番号 医療機関名 電話番号 

あおぞら胃腸科 [浜玉町浜崎] 56-2152 夏秋レディースクリニック [南城内] 75-0840 

井本整形外科・内科クリニック[東城内]  74-8700 七山診療所 [七山滝川] 58-3003 

岩本内科 [海岸通] 72-2877 なばたけ冬野クリニック [菜畑] 75-2220 

宇都宮病院 [厳木町本山] 63-2515 成瀬胃腸科内科クリニック [鏡] 77-1171 

大手口クリニック [弓鷹町] 72-1717 虹と海のホスピタル（通院中・入院中のみ）[原]  77-0711 

Be-Medおだくらクリニック[大名小路]  72-2012 野口内科 [大名小路] 72-2314 

河畔病院 [松南町] 77-2611 Carrot浜玉クリニック [浜玉町浜崎] 58-8132 

からつ医療福祉センター [双水] 70-3580 服巻医院 [船宮町] 72-2360 

唐津市民病院きたはた[北波多徳須恵] 64-2611 日髙内科循環器科医院 [鏡] 77-6013 

唐津第一病院 [朝日町] 72-1212 平川俊彦脳神経外科 [鏡] 77-4100 

川添医院 [西城内] 72-4759 平川病院 [山本] 78-0026 

岸川内科 [湊町] 79-0982 ふじい胃腸内科小児科 [大石町] 74-2370 

北島内科 [和多田用尺] 73-2477 藤﨑病院 [栄町] 72-5125 

きりの内科小児科クリニック [山本] 78-0021 藤松内科医院 [西城内] 72-2616 

草場医院 [肥前町田野] 54-1155 藤原外科医院 [朝日町] 72-4747 

久間内科 [和多田天満町] 72-7310 冬野医院 [西城内] 72-2905 

黒木医院 [厳木町牧瀬] 63-2331 冬野病院 [相知町相知] 62-3211 

桑原医院 [浜玉町浜崎] 56-8761 本城医院 [刀町] 72-5420 

済生会唐津病院 [元旗町] 73-3175 丸田耳鼻咽喉科クリニック[呼子町呼子]  51-1661 

酒井医院 [大名小路] 72-5445 三浦医院 [呼子町殿ノ浦] 51-1138 

城内病院 [南城内] 79-8550 宮崎外科胃腸科 [新興町] 72-8115 

松籟病院（通院中・入院中のみ） [鏡] 77-1011 もりなが医院 [相知町相知] 62-2528 

新屋敷病院 [相知町町切] 63-3131 森永胃腸科医院 [東唐津] 73-2001 

関医院 [船宮町] 72-8265 森本病院（通院中・入院中のみ） [坊主町] 72-5176 

副島整形外科病院（入院中のみ）[和多田天満町]  72-8335 悠悠クリニック [鏡] 77-0949 

たじま脳神経外科クリニック [坊主町] 58-8580 吉田内科クリニック [紺屋町] 79-5500 

長生堂渡辺医院 [海岸通] 72-2770 よしむら整形外科クリニック[浜玉町浜崎] 56-8780 

なかおだクリニック [和多田本村] 79-8866 脇山内科（関係施設入所者のみ） [町田] 72-4780 

≪唐津市新型コロナワクチン接種対策室 電話５３－８０８９≫ 


